
表示価格は税込です。
All listed prices are including tax.

お食事 Foods
＜サンドウィッチ  Sandwich＞＜ステーキ  Steak＞

ザ・ステーキ
The Steak
国産牛サーロインステーキ（１５０g）。パン付き※ライス変更可

パン単品　¥220

¥3,300 シェフおまかせサンドウィッチ
Chef's Choice Sandwich
内容はスタッフまでお尋ねください。

¥990

＜ご飯もの  Rice＞

オリジナルカレー
Original Curry rice
香味野菜とフォンドヴォーが溶け込んだカレールーを使用しています。

¥1,100 パラパラチャーハン
Fried rice
フレンチシェフが作る本格チャーハン。

¥990

＜一品料理  Side dish＞

若鶏のかぶと揚げ
Fried chicken
浅間カフェでしか味わえない唐揚げ。

¥880 ソフトシュリンプ
Soft shrimp
殻のままでもやわらか。

¥660

＊テイクアウトできます

＊オーダーは 11 時より承ります

ソーセージ盛合せ
Assorted sausages
スパイシーなソーセージを使用。

¥660 フライドポテト
French fries
ベルギー風フライドポテト、ポムフリッツ。

¥440棒餃子
Stick dumpling
小腹がすいたらどうぞ。

¥660



表示価格は税込です。
All listed prices are including tax.

お食事 Foods

デザート Sweets

＜スパゲッティー  Spaghetti＞

昔ながらのナポリタン
Neapolitan Spaghetti
日本生まれの昔なつかしナポリタン。

¥1,100 バジルオイルスパゲッテイ
Basil oil Spaghetti
グリーン鮮やかなバジル風味のスパゲッテイです。

¥1,100スモークサーモンとほうれん草
Cream Spaghetti
イタリアトスカーナ地方の名物パスタです。

¥1,100

＜そば  Soba＞
温かいかき揚げそば
Hot soba Noodle
鯖節と鰹節の濃厚そばつゆです。

¥990

冷たいざるそば
Ice soba Noodle
鯖節と鰹節の濃厚そばつゆです。

¥990

＊全てテイクアウトできます ＊オーダーは 11 時より承ります

＊オーダーは 11 時より承ります

カレ・ド・フレーシュ
Square shortcake
正方体のオールドファッション。

¥660 生乳そのままソフト
Soft Serve
濃厚なバニラソフトクリームです。

¥440

パンケーキ
Pancake
シェフ特製ジャムとハニーメイプル付き。

¥880 デゥ・クーッシュ
Two piece mousse
木苺・ピスターチ二層のムース。

¥660ショコラ・ロンド
Chocolate roll cake
チョコシフォンロールにマロンがアクセント。

¥660

ティラミス・クリュ
Berry tiramisu
クリームチーズにレモン、木苺を詰め込みました。

¥660ブリュレ・ドランジュ
Orange crème Brulee
舌触りなめらかなスペシャリテ。

¥660

パティシエ
おすすめ

パティシエ
おすすめ



ドリンク Drinks

表示価格は税込です。
All listed prices are including tax.

＜コーヒー  Coffee＞
ルグランブレンド
Le Grand Blend
しっかりとしたコク、切れ味が特徴のオリジナルブレンドです。

¥550

アイスコーヒー
Ice Coffee
すっきりとした清涼感のあるアイスコーヒーです。

¥550

エスプレッソ
Espresso
苦味、酸味、甘味のバランスがとれたエスプレッソです。

¥550

アメリカーノ
Americano
エスプレッソをお湯でわったすっきりしたコーヒーです。

¥550

カフェ ラテ Hot/Ice
Caffè Latte
濃厚なミルクとしっかりしたエスプレッソです。

¥660

カフェ モカ Hot/Ice
Caffè mocha
エスプレッソ、チョコレート、ミルクのハーモニーが絶妙です。

¥770

アムール ラテ
Amour Latte
コーヒーの花から採れたハチミツを使用したハニーラテです。

¥715

＜ビール  Bear＞
生ビール
Draft Beer

¥660 軽井沢ビール プレミアム・クリア < 小瓶 >
The Karuizawa beer Premium clear 330ml

¥1,320

＜ワイン  Wine＞
グラス Red/White
Grass Wine
フルボディ、辛口

¥660
＜ウイスキー  Whisky＞

ハイボール
Highball

¥660

＜紅茶  Tea＞
アッサム Hot
Assam Tea
コクがしっかり、ミルクティーによく使用されます。

¥550

ダージリン Hot
Darjeeling Tea
落ちついた香り、ストレートがおすすめです。

¥550

アールグレイ Ice
Earl Gray Tea
華やかな香りです。

¥550

カモミール Hot
Chamomile Tea
ジャーマンカモミール、レモングラス、スペアミントをブレンドしています。

¥660

リラックスローズ Hot/Ice
Relax Rose Tea
スペアミント、ラベンダー、ローズをブレンドしています。

¥660

フルーツカクテル Hot/Ice
Fruit Cocktail Tea
ハイビスカス、ローズヒップ、エルダーベリーをブレンドしています。

¥660

＜ソフトドリンク  Soft Drink＞
ココア Hot/Ice
Cocoa
自家製の濃厚ココアです。

¥660

信州産りんごジュース
Apple Juice from Shinshu
１００％りんごジュース

¥770

信州産ぶどうジュース
Grape Juice from Shinshu
１００％ぶどうジュース

¥770

スパークリングウォーター
Sparkling Water
ペリエ

¥660

ブラッドオレンジジュース
Blood Orange Juice

¥770 コカコーラ
Coca Cola

¥660




